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公益社団法人 相模原青年会議所
10月第一例会合同フォーラム

相模原 フェスJC 2018
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相模女子大学開催場所： 〒252-0307　神奈川県相模原市南区文京 2-1-1

駐車場はありません、公共交通機関でご来場ください

お問い合わせ：相模原JCフェス2018実行委員会　川井赳彦　TEL 090-4713-5980

主催：公益社団法人相模原青年会議所  http://www.sagamihara-jc.com/
後援：相模原市、相模原市教育委員会、相模女子大学、相模原市体育協会、相模原市観光協会
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10:30～15:30

＠飲食ブース

市内の評判の飲食店が出店！

2018.10.14（日）10:00-18:00

10:30～15:30

＠各ブース

参加無料

ボッチャ、パワーリフティング

スケートボード、3×3 を

体験してみよう！
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10:30～15:00

＠ステージ

kidsが繰り広げる

様々なパフォーマンスを応援しよう！

出演：エッキミュージックサロン

　　　清原清子 おこと・三絃教室

　　　AKIRA～budo school～

　　　国際空手道連盟 極真会館 神奈川相模原支部　他

出店：吉凛、串カツきよたか

　　　とことん餃子の朝日屋

　　　ハイサイ・キッチン
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相模原市
マスコットキャラクター

「さがみん」



お仕事体験

さがみはら防犯ブース
～相模原JCの振り込め詐欺撲滅プログラム～

（青少年育成委員会）

（防犯・防災委員会）

（観光推進委員会）職業体験とは
様々なお仕事を見て聞くだけではなく、実際に体
を使って行うことで、子ども達の視野を広げ、将
来の夢に繋げる事業です。

相模原おもしろ旅行ダイジェスト！

相模原の魅力　物産展！

相模原の名物の販売を

行います。普段手にし

ない相模原の名物を味

わって頂き、魅力を体

感してください。

振り込め詐欺に対して、最新の手口や防衛手段

を学べるブースを設え、アンケートを元にした

市民の現状意識の掲示とその防犯対策を伝え

ます。

両親、祖父母に対してのメッセージカード制作

コーナーでメッセージカードの作成ができます。

【重機乗車】

工事現場などで使われるショベルカーを展示、

動かないけど乗車体験できます。

【整体体験】

実際に整体のお仕事を行っている方に教えても

らい、体験して頂けます。

相模原市内を巡る旅行企画を、実際にメンバー

が体験してきました。その魅力を皆様へお伝え

します。

10 月第一例会　合同フォーラム　市長フォーラム

加山市長と武田美保氏によるクロストーク

一般受付 15:30 ～　開始 16:15　終了 17:30
@メインフォーラム会場

10:30～　メインフォーラム会場前

10:30～　グラウンド

10:30～　グラウンド

10:30～　グラウンド

地域経済委員会出展
10:30～　11号館

１年間の集大成を発表します。

2020 オリンピック・
パラリンピックに向けて

2020東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い相模原市の将来について語る。

相模原にやってくる国際化の波。10年後、20年後の未来はどのように相模原が異文化

との交流や共生をするのか。

ゲストに元シンクロナイズドスイミング日本代表武田美保氏を迎え2020年東京オリン

ピック・パラリンピックの課題や問題点、そして未来の相模原についてを考えていき

ましょう。どうなるどうする未来の相模原！

武田美保プロフィール

アテネ五輪シンクロナイズドスイミング・デュエットで銀メダルを獲得。また、2001 年の世界選手権では金

メダルを獲得し、世界の頂点に。オリンピック三大会連続出場をし、合計 5 つのメダルを獲得。

現在、東京2020組織委員会顧問を務めておりスポーツ・教育コメンテーター・全国各地域学校へのキャラバン

授業など精力的に活動を行っている。 武田美保氏

アテネ五輪
シンクロナイズドスイミング・
デュエット 銀メダリスト

バスケットボール

▼車いすバスケ・３×３ミニゲームの体験！

　10:30 ～ 11:30　14:00 ～ 15:30

▼エキシビジョン　13:00 ～
 　＠グラウンドバスケット会場
　・東京サンレーヴスガールズによるオープニングパフォーマンス

　・車椅子バスケットの選手によるエキシビジョン

　・３×３の選手によるエキシビジョン

▼バスケチーム紹介（15 分程度）

　12:10 ～　＠ステージ

スケ―トボード

▼スケートボード紹介（10 分程度）

　12:30 ～　＠ステージ

▼エキシビジョン（30 分程度）　14:00 ～ 
　＠グラウンドスケートボード会場
　東京オリンピック新競技！

　衝撃 !!! スケートボーダーによる本気のパフォーマンス！

　興奮すること間違いなし !!

▼スケートボード体験！　スケートボーダーが丁寧に教えてくれます♪

　10:30 ～ 12:00　エキシビジョン終了後～ 15:30

パラ・パワーリフティング

▼パワーリフティング体験！

　10:30 ～ 11:30　12:30 ～ 13:30　14:30 ～ 15:30
　日本パラ・パワーリフティング連盟加盟のパラアスリートが

　体験をサポート !! 何㎏上げることができるか挑戦 !!

ボッチャ

10:00～
● 開会式 @ステージ

10:30～15:00
● Kidsパフォーマンスステージ @ステージ

10:30～15:30
● お仕事体験 @メインフォーラム会場前
● 地域経済委員会出展 @11号館
●さがみはら防犯ブース @グランド
● 相模原おもしろ旅行ダイジェスト! @グランド
● ボッチャ体験 @グランド

10:30～12:00、エキシビジョン終了後～15:30
● スケートボード体験 @グランド

10:30～11:30、12:30～13:30、14:30～15:30
● パワーリフティング体験 @グランド

10:30～11:30、14:00～15:30
● 車いすバスケ・3×3ミニゲーム体験 @グランド

12:10～
● バスケットボールチーム紹介、スケートボード紹介 @グランド

13:00～
● バスケットボールエキシビジョン @グランド

14:00～
● スケートボードエキシビジョン @グランド

16:15～17:30
● 市長フォーラム @メインフォーラム会場

17:30～17:45
● 閉会式 @メインフォーラム会場

タイムスケジュール

▼ボッチャ体験！　10:30 ～ 15:30
リオパラリンピックでは銀メダルを取り2020年東京パラリン

ピックでは金メダルが期待されているスポーツです!!

ボッチャの投球練習や１エンドのゲームを体験！友達を連れて一緒に対戦しよう !!


